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各  位        平成 20年 1月 8日 
 

会 社 名  東洋ゴム工業株式会社 
コード番号  5105 
問 合 せ 先    代表取締役 専務執行役員 

 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ戦略企画室長 
       小 野 寺  泰 男 

 TEL（06）6441-8803 

 

硬質ウレタン製断熱パネルの一部製品に関する 

防火認定の不正取得調査報告について 

 

当社は、平成 19年 11月 5日に公表した「硬質ウレタン製断熱パネルの一部製品に関する防火

認定の不正取得」について、11月 12日に社内調査委員会を設置して社内調査を進め、その後 12

月 4日に第三者委員会を設置し、社内調査の検証を受けて参りました。 

平成19年12月 26日に社内調査委員会の調査結果と併せて第三者委員会の調査結果を取締役会

で報告するとともに責任者の処分を決定し、同日に国土交通省へ原因究明と再発防止策を報告し

ましたので、その内容をお知らせいたします。 

 

今般、株主様やお客様などあらゆるステークホルダーの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおか

けしていることを心からお詫び申し上げ、今後二度とこのようなことを起こさないよう「ものづ

くり企業」として品質とＣＳＲ（企業の社会的責任）を経営の中核としてとらえ、全社員が一丸

となって皆様からの信頼の回復に努めて参ります。 

 

記 

 

１．社内調査報告内容･･･添付資料①「社内調査報告書」参照 

２．第三者委員会調査報告内容･･･添付資料②「第三者委員会調査報告書」参照 

３．責任者の処分 

  代表取締役社長 片岡善雄は代表取締役を引責辞任、他の役員および監査役については月額報 

酬を減額する。 

＊代表取締役：減額３割３ヶ月 

＊取締役兼役付執行役員およびダイバーテックカンパニー役付執行役員：減額２割３ヶ月 

＊取締役兼執行役員、監査役およびダイバーテックカンパニー執行役員：減額１割３ヶ月 
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※ 原因究明と再発防止策の詳細は「社内調査報告書」に記載しておりますが、以下の通りです。 

 

■原因究明 

① 事業化検討の不足 

② 経営判断の甘さと監査機能の不足 

③ 事業部での隠蔽体質 

④ コンプライアンス意識の希薄さ 

⑤ 独断専行のリーダーシップ 

⑥ 組織の壁 

 

   上記から、コーポレートガバナンスが充分機能していなかったこと、コンプライアンスと

CSR（企業の社会的責任）の重要性がすべての役員と従業員に浸透していなかったことが主

たる原因であったと考えます。 

 

■ 再発防止策 

Ａ）緊急対策 

① 社長直轄の品質監査室の設置（平成 19年 11月 4日） 

② 全従業員を対象としたコンプライアンス研修の実施 

③ コンプライアンス特別研修の実施 

   

Ｂ）恒久対策 

今回の問題は、特定の業種や仕事の分野のなかだけで馴れ合い的に仕事を進め、建設的意

見さえも排除する閉鎖的な企業風土が一部に残っていること、加えて新規事業展開時の業務

プロセス上の不備が要因と考え、下記を恒久的な再発防止策として取り組みます。 

① 内部統制システムの強化 （原因究明の項目③④⑤への対策） 

1. コンプライアンス研修の継続実施～拠点・階層・職種、新入社・幹部候補・部門長・経

営者等 

2. 各部門・各職場にコンプライアンスリーダーの設置 

3. コンプライアンス委員会の運営（権限）強化 

4. 企業行動憲章「東洋ゴムグループ行動憲章」と個人行動規範「私たちの５つの約束」

の周知徹底 

5. 階層・職種別の詳細な行動規範ブックの作成と教育の実施～販売・開発・生産・ＩＴ 

② 社員教育の徹底 （原因究明の項目④⑥への対策） 

1. 完璧品質を追求する（開発・生産・販売・管理）技術者の倫理教育の徹底 

2. 部門間人事異動の徹底による「適正なローテーションの実施」と組織の活性化 

3. 当社扱い商品の商品知識と関連する法律・規制の知識教育の強化 

4. 各種社内規定・法令の再認識教育 
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③ 事業監査・品質監査の徹底した推進 （原因究明の項目②③⑤への対策） 

1. 業務監査の徹底実施と事業精査の実施 

2. 品質監査室による全拠点・全出荷製品の品質検査の徹底 

3. ライン生産品の抜き取り検査による継続モニタリング 

④ 新事業・新製品・設備投資・出資に関する決定プロセスの改善・強化 

（原因究明の項目①②への対策） 

1. 投資検討会を投資委員会に改組・強化 

2. 事業化検討の徹底を軸とした新事業導入システムの設定 

3. 発信物（印刷物・ｗｅｂ・ほか）の事前審査システムの新規設定 

⑤ 内部通報制度（「ホットライン相談室」）の活用促進 （原因究明の項目③⑤⑥への対策） 

1. 不祥事通報者制裁減免制度の新設 

⑥ TOYO TIRES（ブランド）の価値観の共有と伝道 （原因究明の項目④への対策） 

＊ コンプライアンス意識を向上させるためには、自社ブランドへの自信と誇りを高めること 

が重要であるため、下記取り組みをおこなう。 

1. 各部門がブランドを高めるために何をなすべきか「部門ミッション」の制定 

2. 他社実例レクチャー～不祥事からブランド回復した企業の実例を学ぶ 

3. 階層・職種別に全社員対象で各自の役割を考え再認識するワークショップの開催 

4. ブランド回復の決意を社内外に発信する（ブランド回復プロミス発信） 

5. 社会貢献活動の推進～二酸化炭素削減、河川汚染防止 

6. 従業員が自社ブランドへの自信を回復するための My TOYO 運動（自社タイヤ愛用、

持ち株会、など）の活性化 

 

以上 
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【添付資料①】 
２００７年１２月２６日 

東洋ゴム工業株式会社 
社内調査委員会 

社内調査報告書 
１． 調査の趣旨 

本件の発生原因を調査究明し、責任の所在を明確化させ責任者の処分案と今後の再発防止を策

定する。 

 
２． 調査の方法 

①関係者へのヒアリング 
本件の経緯を知る者あるいは直接業務に携わった者から情報を得るにふさわしい人物を 

選定し社内調査委員会メンバーがヒアリングを行ない、ヒアリング後に陳述書を本人に作成 
してもらい署名する方法で陳述を求めた。対象：元社員・元役員を含む３１名（当時の本件 

に関わる事業最高責任者のうち２名は故人）。 

②社内資料による確認 
１９８８年１２月のイソテクニカ社訪問以後、２００６年５月の両面鉄板ウレタン断熱パネル不

燃材料出荷までの資料を収集し事実関係の確認を行なった。 

 
３． 問題の発覚 

２００７年１０月３１日に従業員の告白により「断熱パネルの準不燃認定」において不正があったと会

社として初めて知ることになった。 
告白された内容は、準不燃材料認定の受験用検体の作成時に、実生産では使用しない物質（水

酸化アルミニウム：ＡＴＨ）を大量（全樹脂重量の３０重量％～４０重量％程度）に混入して難燃性を

高めて、試験を合格させ建設大臣（当時）認定を不正取得したというもの。 

 
４． 経緯 

本件が発生した両面鉄板ウレタン断熱パネル事業を新規事業としてイタリア・イソテクニカ社から主

要設備・技術を購入して事業を開始した A)イソテクニカプロジェクトの導入期、B)準不燃材料の建

設大臣（当時）認定不正取得、C)不燃材料の国土交通大臣認定不正取得、を行った連続する三

つの時期に分けて以下記載する。 

 

A) イソテクニカプロジェクトの導入 
① 本事業の中核をなす両面鉄板ウレタン断熱パネル連続生産装置及び技術情報は、取引商社

が１９８８年に、イタリア・イソテクニカ社をヨーロッパ第二位の連続生産方式による両面鉄板ウ

レタン断熱パネルのメーカーとして紹介してきたものを、翌年１９８９年９月に日本で購入契約を

締結し同年１０月末の取締役会決議を受けて導入したもの。 
② 事業導入の当初の目的は両面鉄板ウレタン断熱パネルを建物の外壁など主要構造部材に使

用した建築方法を導入して冷凍・冷蔵倉庫分野での事業拡大とあわせて、当社硬質ウレタン

事業の総合展開（システムから完成品まで、完成品は薄物から厚さ１５０ﾐﾘを超える超厚物まで、

サイディングから冷凍冷蔵庫・ＬＮＧ断熱まで、の一貫化・総合化）を計画していた。 
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③ 設備の導入に先行して、１９９０年９月から最長５０日間に亘って、建築設計・見積・工事手配な

どの技術導入のために技術トレーニーを数名派遣している。 

④ 同時期に、１９８７年オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書が採択され、１９８

９年に発効したため１９９４年末までの第一次フロン規制（硬質ウレタンの発泡剤として使用され

ている特定フロンの使用禁止）に向けて特定フロン削減・代替フロン転換・水発泡採用などあ

らゆる可能な技術開発を懸命に進めている最中であった。 

⑤ 当社はシステム原液部門では高い市場シェアを有しており、特に冷蔵冷凍倉庫の断熱やマン

ション・オフィスビルの断熱などでは吹き付け用システム原液の供給と一部工事の販売を行っ

て高い市場シェアであった。これら吹き付け工事では、モントリオール議定書で使用が禁止さ

れる特定フロンを大量に環境大気に放出することから何らかの規制の網がかけられるものと想

定して、特定フロンの大気放出を管理できる工場生産による両面鉄板ウレタン断熱パネルの

技術導入が喫緊の課題とされた。 

⑥ 取引商社の紹介は、 
＊ ヨーロッパから競争会社が導入した設備（２５億円）と、性能面では遜色のないヨーロッパ

第二位のパネルメーカーであるイタリア・イソテクニカ社の設備が１５億円で導入できる 

＊ イソテクニカ社は単に両面鉄板ウレタン断熱パネルを連続で生産する技術と設備を有して

いるだけではなく、生産した両面鉄板ウレタン断熱パネルを構造材とした冷蔵冷凍倉庫を

設計・建築・工事を多数イタリア国内ほかで販売している 
＊ 同方式による冷蔵冷凍倉庫の建設で東南アジア・中国への進出を計画しているいまがチ

ャンス 
との売り込みもあり、第一回として１９８８年１１月２１日から２３日の３日間、技術部門のトップを

視察のために同社へ派遣している。 
⑦ 続いて第二回として１９８９年６月から７月にかけて技術の担当者を同社設備の視察のために

派遣しているが、第一回・第二回の派遣者のヒアリングからは「既に導入は決まっていた」との

証言が出ている。なお、第二回派遣者からは、突然に「行ってきてくれ 」と言われて事前の打ち

合わせや収集する技術情報についての質問つくりなど一切なかったとのヒアリング時の証言が

あり、収集した資料の上からもかかる作業をした形跡は残っていない。 

⑧ 日本の建築基準法についての事前検討についても言及されていないことは ヒアリングの証言

から明らかである。 

⑨ 当社は１９６１年に硬質ウレタンの事業化のために日本ソフラン化工株式会社を他２社と３社共

同出資のベンチャー 企業として設立し、１９８０年に当社に吸収合併している。 
設立以来大半の期間は人材の採用・給与体系ほか処遇などは当社とは別の体系であったこ

と、技術はＬＰＧやＬＮＧなど工事に関わる配合グループ、システム原液グループ、エラストマ

ー（シューズ用ポリマー等）グループの３グループで、販売も工事グループ、システム原液グル

ープ、エラストマーグループの３グループで運営し、当社に吸収後も同じ体制で現在まで来て

いる。今回のイソテクニカ社からの技術・設備導入には工事グループが関わり、他のグループ

はアドバイスや支援など通常行うべき手を貸すことをした形跡がない。 

 

B) 準不燃材料の建設大臣（当時）認定不正取得 
① １９９０年９月半ばから１０月末までの約５０日間にわたって技術トレーニーを数名出して両面鉄

板ウレタン断熱パネルの生産技術と施工技術ノウハウの習得を行った。 
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② しかし、イソテクニカ社では日本の防火・耐火基準に関する技術ノウハウがなく、当社からの質

問には一切答えてもらえなかった。そのため、当社が日本の防火・耐火基準に適合する両面

鉄板ウレタン断熱パネルを開発・生産することは 、相当な困難が予想される技術トレーニーの

報告結果となった。 

③ １９９０年暮れから１９９１年はじめにかけて、イソテクニカ社が開示した材料配合をもとに日本製

品へ置き換える検討を進めた当社の材料配合担当者は、イソテクニカ社が準不燃材料に適合

するイソシアヌレートを開発・生産する能力がなく、外部の原材料メーカーから材料配合の提供

を受けてパネルを生産しているのみの会社であった、との陳述があった。 

④ １９９０年終わりには福島ゴム株式会社（当社子会社）内に両面鉄板ウレタン断熱パネル専用の

建物も完成し、１９９１年６月には生産準備が整った。しかし、１９９１年末までに日本で両面鉄

板ウレタン断熱パネルの事業化をおこなうために必要な準不燃材料適合イソシアヌレートの開

発ができず、販売部門から「何が何でも（方法は問わないから）準不燃認定に耐える両面鉄板

ウレタン断熱パネルが欲しい」との要請が続き、事業本部トップからも「販売戦略上、生産維持

の点から両面鉄板ウレタン断熱パネルで絶対準不燃認定を取得すること」との指示が技術部

門へ出ていた。 

⑤ 競争会社と比べて最長で１０年くらい遅れての両面鉄板ウレタン断熱パネル市場への参入で

あり、「積算資料」や「便覧」といった製品の宣伝になる刊行物への掲載がなければ商売になら

ない、手段は問わないから準不燃材料認定を取得することが先決、と販売部門からは相当な

プレッシャーがかかっていた。しかし、トーヨーイソクリップとトーヨーイソテクニカが準不燃材料

認定を取得した後も、「積算資料」や「便覧」に掲載されていない。（このことから、販売部は準

不燃材料認定を不正取得していたことを知っていたと推測される。） 

⑥ １９９１年５月より財団法人日本建築総合試験所（大阪）とも打合せを行い、認定の申請・取得

計画を立案した。 

認定分野  申請計画  取得計画 

準不燃材料  １９９１年７月末  １９９１年１２月末 

防火構造  １９９１年９月中ごろ  １９９２年３月 

⑦ イソシアヌレートフォームによる両面鉄板ウレタン断熱パネルの準不燃材料製作がうまくいかな

いことから、汎用ウレタン配合に水酸化アルミニウムを多量に混入させて燃えにくくした受験用

配合により試験体を製作し、試験機関によって行われる燃焼試験をパスさせて認定を取得する

計画を、１９９１年１２月に技術部門が立案し実行した。社内での製作と燃焼試験は１９９１年末

に実施しており、資料によれば社内燃焼試験に使用したものは、水酸化アルミニウムを全樹脂

量の３０重量％を混入したウレタン配合であることが判明した。ただし、社内燃焼試験では、建

築基準法に定める準不燃材料認定基準に一部（煙の基準）が到達しなかったため、社内燃焼

試験で認定基準に合格した４０重量％の配合で試験体を製作し、財団法人日本建築総合試

験所で燃焼試験を受けることを決定した。以下が取得の経緯である。 

時期 内容 

１９９２年１月初め 試験体の製作 

１９９２年２月末 財団法人日本建築総合試験所で燃焼試験 

１９９２年４月 財団法人日本建築総合試験所から試験合格の連絡 

１９９２年１０月 建設大臣（当時）の準不燃材料認定取得 
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⑧ イソテクニカ社から購入した連続生産設備は、水酸化アルミニウムを４０重量％混入するウレタ

ン配合では生産することができない設備であった。 

⑨ 試験を受けた両面鉄板ウレタン断熱パネルの試験体は、水酸化アルミニウム入りあることが硬

質ウレタン技術部門全体として意識されており、技術部門の１９９３年度技術開発テーマとして      

＊ 試験に合格した水酸化アルミニウム入りウレタン配合で生産できる技術を確立すること 
＊ 水酸化アルミニウム低減のウレタン配合で準不燃材料の試験に合格できる配合技術を 

確立すること 
があげられたが、当時の技術力では開発が困難であった。 

⑩ 水酸化アルミニウムを大量に混入させた試験用の準不燃材料配合とは別に、同じ準不燃性能

をイソシアヌレートフォームで実現するための配合開発・製品試作は並行して進められたが、合

格しないことが技術部門から報告されたにもかかわらず 「営業了解」との記載のある１９９３年３

月の会議議事録が残っている。この「営業了解」は、販売部門が準不燃材料として合格しない

トーヨーイソクリップとトーヨーイソテクニカの生産と販売を了解したことを示し、本会議の出席者

は当時の事業本部長・技術本部長・営業本部長・福島ゴム社長で、すべての出席者が了解の

上で意思決定されたものと推定される。 

⑪ １９９３年１月の硬質難燃化技術連絡会まではイソシアヌレートフォームによる準不燃材料開発

が報告されているが、１９９３年３月以降はフェノールフォームによる１時間耐火材料の開発のみ

が記載されているので、イソシアヌレートフォームによる準不燃材開発は１９９３年３月には放棄

したと報告されている。 

⑫ １９９３年１月に建設大臣（当時）認定を取得した防火構造および１９９４年３月に認定を取得し

た準耐火構造においても、水酸化アルミニウムを４０重量％混入した試験体で燃焼試験を受け、

建設大臣（当時）認定を不正取得した。 
⑬ 準不燃材料認定時の不正行為は、認定の為の性能評価申請書に記載されている材料配合が

試験体の材料配合と異なっていたことと、試験体と異なる水酸化アルミニウムを混入しない製

品で生産・販売をおこなったこと、である。 

⑭ ２０００年の建築基準法改正による試験方法変更にともない実施された２００１年２月の燃焼試

験、姉歯事件をきっかけにして２００６年３月に実施された燃焼試験の都度、イソシアヌレートフ

ォームによる準不燃材料開発が技術と販売の担当者会議で議題に上っているものの、１９９３

年１月にイソシアヌレートフォームによる準不燃材料開発を停止して以来、１５年間近く当社経

営幹部には報告されなかった。 

 
C) 不燃材料の国土交通大臣認定不正取得 

① ２００２年１１月に販売部門より両面鉄板ウレタン断熱パネルについて不燃材料認定取得の要

請があり、２００３年４月には各事業単位の意思決定のスピードアップを図るために設置された

両面鉄板ウレタン断熱パネルの生産部門・販売部門・技術部門の部門長以下担当者が参加

した小さな防熱ビジネスユニットで、両面鉄板ウレタン断熱パネルの不燃材料認定取得に向

けた開発をおこなうことが決定された。 
② ２００３年９月に全樹脂量の５重量％以下の難燃剤を混入した試験体を製作し、財団法人日

本建築総合試験所で不燃材料試験をおこなったが合格基準に達しないため、全樹脂量の１

０重量％の難燃剤を混入して試験体を製作、２００４年３月に再度財団法人日本建築総合試

験所で不燃材料試験を受け、２００４年５月に当社の両面鉄板ウレタン断熱パネルで不燃材

料として国土交通大臣認定を取得した。 
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③ ２００５年７月には、１０重量％の難燃剤を混入した材料配合で、福島ゴム株式会社の両面鉄

板ウレタン断熱パネル連続生産設備において生産を検討したが、連続生産設備ではこの不

燃材料を製品化するために必要な高温の維持ができないため、高温の維持が可能なバッチ

生産(パネル単体ごとに成型する生産方式)で製品化を検討することと、当社ではバッチ生産

の設備がないことからバッチ生産ができる当社の外注先で製品化を進めた。 
④ ２００５年８月から２００５年１０月にかけて、外注先において１０重量％難燃剤を混入した材料

配合で両面鉄板ウレタン断熱パネルの製品化を進めたが外観に問題が発生した。そのため、

難燃剤を全樹脂量の５重量％以下混入した配合で製品化の検討もおこない外観に問題が出

ないことを確認した。 
⑤ ２００５年１０月の防熱ビジネスユニットによる会議において、 

＊ １０重量％の難燃剤混入では、バッチ 生産においても両面鉄板ウレタン断熱パネルの不燃

材料製品化は困難なため、５重量％以下の難燃剤を混入して製品化をおこなうこと 

＊ バッチ生産は外注先に委託すること 
を決定した。 

⑥ 不燃材料認定時の不正行為は、認定を取得した試験体と異なる難燃剤量（１０重量％から５

重量％以下に減量）で製品を生産・販売したことである。 

 
※ 事業開始の１９９１年から２００７年上期までの福島ゴムでの両面鉄板ウレタン断熱パネルの総 

生産量は２２４万㎡で、その内大臣認定不正取得分は１７万㎡である。 

※ 本件に関して作成された製品販売用カタログは、１９９３年から４種類作成されているが、商品

についての表示はあくまで「断熱材」としか記載されておらず、カタログ本文においても「準不

燃」「防火構造」である旨の記載はない。「準不燃・防火構造」大臣認定番号は、本文とは別の

ページで記載されており、ここに記載されている「芯材」の表示は「イソシアヌレート」又は「ヌレ

ート」と記載され、製品の芯材としての記載「硬質ウレタンフォーム」とも異なっている。 
このことから、歴代の販売担当者は、販売している製品が大臣認定を取得したものと異なった

製品であるということを認識していたと推察される。 

 
５． 原因と動機 

社内調査委員会による調査を行った結果、以下が原因・動機であると推定した。 

 
① 事業化検討の不足 

新規事業発足前の市場調査、導入する技術である場合は導入する技術を保有する先の客

観的な評価と技術インデックスの評価など、自社の人的・技術的対応力を含めた事業化検討

が十分でないため、事業スタート時点で予想外の大きなトラブルに見舞われたこと。 

本件では、イソテクニカ社との主要設備売買契約及び技術ノウハウ購入契約を締結し、取締

役会にて承認決議を受けて技術ノウハウ受領のためのトレーニー派遣後に日本の建築基準

法による制約が判明し、大あわてで建築基準法に適合するための「準不燃対応技術」を開発

すべく活動していたが、設備稼働には間に合わすことができなかったばかりでなく、偽装によ

る認定取得という不正行為に手を染めてしまった、と推察する。 
② 経営判断の甘さと監査機能の不足 

自社で行う準不燃対応技術の確立まで製品上市とライン稼働の延期をすれば、設備未稼働 
の期間が長く結果的に生産開始に到らずとも１５億円の投資損失だけですみ、金銭的な損失 
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や信用の低下による無形の損失ははるかに少なくてすんだはずである。 
準不燃対応技術の開発遅れが市場参入への障壁となることを許さない事業部の事情があっ

たと推測され、これが不正をしてまでも事業継続の動機ではないかと推察される。 
システム原液を販売している販売部からのパネル事業への進出は自らの客のコンペチターと

なることであるとの猛反対を押し切って硬質ウレタン業界での更なる飛躍を期しての導入技術

と設備による新規事業開始が、日本の市場調査の甘さと建築基準法の規制の見落としにより

「失敗であると認めたくない」という事情があったと推定する。 
③ 事業部での隠蔽体質 

設備と技術導入を会社に提案し同意を取り付けた、あるいは承認・賛同した事業責任者が下 
位の販売及び技術の担当者らに何らかの圧力をかけ、事を荒立てないようにして表面上の事 

業化成功を装うこととしたのではないか、とも推定される。 
ヒアリングによる陳述及び資料の閲覧から、不正実行を指示あるいは圧力により上位者が実

行させたと推測すべきが自然であるが、下位の課長レベルの実担当者が自分たちの判断だ

けでかかる不正を行なった可能性があることについては否定できない。 

④ コンプライアンス意識の希薄さ 

事業の責任者、当該部門の生産・販売・技術の責任者の暗黙の了解の雰囲気があって個々 
人としての不正関与意識も浅いまま今日に至ったのではないかとも考えられる。 

⑤ 独断専行のリーダーシップ  
本事業導入のリーダーであった当時の役員は、本事業導入について実質的な意思決定を行 

った人物と想定されるが、強いリーダーシップが下位者をして不正実行の指示・圧力と判断 
せしめた可能性は否定できないところであると推測する。 

⑥ 組織の壁 
事業導入が硬質ウレタン事業の工事グループを中心にして推進され、他のシステム原液グル 

ープほかに対しては厳しい情報統制を課したことにより、他のグループからの協力や援助が 
受けられず孤立して「みようみまねの準不燃材料用配合開発」や「設備機械についての知見・ 

ノウハウ」がまったくないままの開発を強いられたと見受けられる。 
本件は、同じ実験室、同じ作業場を共有する技術陣同士でありながら、工事部門とシステム 

原液部門とが互いに相手方の問題に立ち入ることを意識的に避ける言動・雰囲気があり、問 
題につながったものである、と推測される。 

 
      上記から、コーポレートガバナンスが充分機能していなかったこと、コンプライアンスとCSR 

（企業の社会的責任）の重要性がすべての役員と従業員に浸透していなかったことが主たる 

原因であったと考えられる。 

 
６． 責任の所在の明確化（関与者の特定） 

全体の時期を４．で述べた通り、 

A) イソテクニカプロジェクトの導入期、 

B) 国土交通大臣認定の不正取得と準不燃材料開発期、 

C) 認定不正取得での生産開始決定と販売・生産の継続期、 
に分けて 

① 認定の不正取得を知っていた 
② 認定の不正取得のためのサンプル作成を指示した 
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③ 認定の不正取得のためのサンプルを作成した 
④ 認定の不正取得を知りながら生産・販売活動を決定し継続した 

⑤ 管理責任者 
⑥ 全社ガバナンス 

の観点から層別を行い、関与者を特定した。 

 
７． 責任者の処分 

① 従業員については、社内調査委員会の調査結果を踏まえ社内規定に従い「懲罰委員会」で

処分を決定すべきである。社内調査委員会の勧告は別途おこなう。 
② 役員については、当社内調査委員会の調査結果を踏まえ、取締役・執行役員については取

締役会にて処分を決定すべきである。社内調査委員会の勧告は『別紙１』の通りである。 
③ 監査役については、監査役会にて責任の有無について審議の上、取締役会に報告すべきで

ある。 
④ 退職者については処分ができないものの、認定を不正取得して生産・販売を開始した時期の

経営トップについては名誉顧問・特別顧問を辞任していただく。 

 
８． 再発防止策 

A) 緊急対策 
① 社長直轄の品質監査室設置（２００７年１１月４日） 

1. 公的規格やお客様の重要特性は品質監査室による定期監査により整合性の確認 

2. 新規の認証取得商品は開発ステップから節目毎に品質監査室による監査を行うと

ともに社内評価ルールを技術部・カンパニー品質保証部と連携して策定する。 

3. 緊急品質監査として、この度の問題を受け，全社の生産拠点において，品質監査

室による品質総点検を実施する。 

4. 国内生産拠点については１１拠点の品質総点検を１１月末までに行って１２月１４日

付けで問題がないことを公表した。 

5. 海外生産拠点７拠点については１２月末までに点検を完了させ、１月初旬には結果

を公表する。 
② 全従業員を対象としたコンプライアンス研修の実施 

1. 国内全従業員は１２月末までに全員受講、海外拠点については２００８年１月以降

のできるだけ早い時期に全員受講、を目指す。 

2. 今回の問題の経緯、社会の目、内部通報制度、これから求められること、を研修内

容とする。 
③ コンプライアンス特別研修の実施 

1. 部門長を対象としたコンプライアンス特別研修を１２月１日（大阪）・１２月８日（東京）

で開催した。 

2. コンプライアンスの重要性、部門長の責任と役割、内部通報制度、業務監査からの

留意点、内部統制、を研修内容とした。 

 
B) 恒久対策 

今回の事態発生は、特定の業種や仕事の分野のなかだけで馴れ合い的に仕事を進め、建

設的意見さえも排除する閉鎖的な企業風土が一部に残っていること、加えて新規事業展開
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時の業務プロセス上の不備が要因と考えられるので、下記を恒久的な再発防止策として取り

組む。 

① 内部統制システムの強化 （原因究明の項目③④⑤への対策） 

1. コンプライアンス研修の継続実施～拠点・階層・職種、新入社・幹部候補・部門長・

経営者等 

2. 各部門・各職場にコンプライアンスリーダーの設置 

3. コンプライアンス委員会の運営（権限）強化 

4. 企業行動憲章「東洋ゴムグループ行動憲章」と個人行動規範「私たちの５つの約

束」の周知徹底 

5. 階層・職種別の詳細な行動規範ブックの作成と教育の実施～販売・開発・生産・ＩＴ 

② 社員教育の徹底（原因究明の項目④⑥への対策） 

1. 完璧品質を追求する（開発・生産・販売・管理）技術者の倫理教育の徹底 

2. 部門間人事異動の徹底による「適正なローテーションの実施」と組織の活性化 

3. 当社扱い商品の商品知識と関連する法律・規制の知識教育の強化 

4. 各種社内規定・法令の再認識教育 

③ 事業監査・品質監査の徹底した推進（原因究明の項目②③⑤への対策） 

1. 業務監査の徹底実施と事業精査の実施 

2. 品質監査室による全拠点・全出荷製品の品質検査の徹底 

3. ライン生産品の抜き取り検査による継続モニタリング 

④ 新事業・新製品・設備投資・出資に関する決定プロセスの改善・強化 
（原因究明の項目①②への対策） 

1. 投資検討会を投資委員会に改組・強化 

2. 事業化検討の徹底を軸とした新事業導入システムの設定 

3. 発信物（印刷物・ｗｅｂ・ほか）の事前審査システムの新規設定 
⑤ 内部通報制度（「ホットライン相談室」）の活用促進 （原因究明の項目③⑤⑥への対策） 

1. 不祥事通報者制裁減免制度の新設 
⑥ TOYO TIRES（ブランド）の価値観の共有と伝道 （原因究明の項目④への対策） 

＊ コンプライアンス意識を向上させるためには、自社ブランドへの自信と誇りを高めること 
が重要であるため、下記取り組みをおこなう。 

1. 各部門がブランドを高めるために何をなすべきか「部門ミッション」の制定 

2. 他社実例レクチャー～不祥事からブランド回復した企業の実例を学ぶ 

3. 階層・職種別に全社員対象で各自の役割を考え再認識するワークショップの開催 

4. ブランド回復の決意を社内外に発信する（ブランド回復プロミス発信） 

5. 社会貢献活動の推進～二酸化炭素削減、河川汚染防止 

6. 従業員が自社ブランドへの自信を回復するためのMy TOYO 運動(自社タイヤ愛用、

持ち株会、など)の活性化 

 
以上 

 



『別紙１』　（社内調査委員会勧告） ２００７年１２月２６日

（代表取締役社長）

役　　位 氏　   　名 　　　職　　位    *［　　］内は取締役の職位 取り扱い

代表取締役　社長 片　岡　善　雄 ［社長、タイヤ事業統括］
　ＣＥＯ、タイヤカンパニー執行社長

代表取締役引責辞任
　(2008年1月１日付）

（取締役）

月額報酬減額３割、３ヶ月

月額報酬減額２割、３ヶ月

月額報酬減額１割、３ヶ月

月額報酬減額２割、３ヶ月

月額報酬減額１割、３ヶ月

（執行役員）

ダイバーテックカンパニーの役付執行役員

ダイバーテックカンパニーの執行役員

硬質ウレタン製両面金属面材断熱パネルの不燃性能試験等における不正受験に関する責任者の処分

取締役　兼　役付執行役員

代表取締役

取締役　兼　執行役員
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４． 結語 
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１． 第三者委員会の調査の目的と手法 
 
 

① 第三者委員会のメンバー 
 
・佐伯 照道  北浜法律事務所・外国法共同事業 所長弁護士 
・西浦 裕二  アリックスパートナーズ・アジア LLC 日本代表 
 
 －上記 2 名は、東洋ゴム工業株式会社（以下、当社）、グループ会社、 
  ならびにその役職員との間に、何らの利害関係を有しない。   
   

 
② 第三者委員会の目的 
 

・本委員会の目的は、「断熱パネル防火認定不正取得問題」に関する 
 「社内調査委員会」の手法、プロセス、結論（その集大成としての報 
 告書）につき、それらの妥当性を客観的に検証することである。 

 
・併せて、社内調査報告書に記述された再発防止策に関しては、検証す 
 ると同時に、客観的な立場からの提言を行うことも目的としている。 

 
 

③ 調査の手法ならびに期間 
 

・本調査は、社内調査委員会が収集した関連資料の分析、同委員会メン 
 バーとの議論、ならびに本件に深く関与したと思われる人物数名に対 
 する直接のヒアリングによって行われた。 

 
・調査期間は、2007 年 12月 4日から同月 27 日までの約 4 週間である。 
 社内調査委員会の活動期間ともある程度重なっているが、その重な 
 った期間において、同委員会の収集した資料の授受、同委員会が行っ 
 たヒアリング記録の閲覧、同委員会メンバーへのヒアリング等を行っ 
 た。 

 
 
 
 
 

 



- 3 - 

２． 社内調査委員会の調査手法に関する所見 
 
 
（結論）社内調査委員会が執った手法は、迅速かつ的確であり、第三者委員
会としては何ら違和感はない。本件は、従業員の告白を受け、経営が自主的
に対外発表したものであり、その後の真摯な対応を含め、現経営陣ならびに
その意向を受けた社内調査委員会の本件に対する取り組み姿勢は、十分な評
価に値するものと思料する。 
 
 
・ 本件の起源は、15年以上前に遡る。建設省の準不燃認定の不正取得は

1992 年、そして不正取得のまま営業開始が決定されたのは 1993 年である。 
 
・ 社内調査委員会は、本件の経緯を知る者あるいは直接業務に関わった者

31 名から聞き取りを行い、かつ本人からの陳述書を入手している。然る
に、本件に深く関係した者のうち、すでに退職したり亡くなったりした者
がいること、加えて証言拒否が 1 名いることから、関係者の全員を網羅す
るには至っていない。 

 
・ また、社内調査委員会は、本件に関連する資料を可能な限り集め、第三者

委員会へも全て提出しているが、本件の起源である1992 年頃の資料が、
理由は定かではないが、一部欠落している。 

 
・ こうした制約から、社内調査委員会が導き出した結論、すなわち本件の原

因ならびに経緯については、一部推測が含まれている。 
 

・ しかし、総じて極めて合理的なアプローチがされ、結論に一部推測が含ま
れているとは言え、第三者委員会が得ている心証と全く齟齬はない。 

 
・ 第三者委員会としては、社内調査委員会が、原因の究明と今後の対策につ

いて、真摯かつ的確に取り組んできたものと評価する。 
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３． 社内調査委員会の調査結果に関する所見 
 
 （結論）社内調査委員会の報告書の内容は、一部推測や推定が含まれてい
るものの、論理構成は十分に合理的であり首肯しうるものである。但し、本
件発生の原因究明もさることながら、本件が長年に亘って発覚しなかった理
由（その解明は容易ではないが）については、今後のさらなる考察を望みた
い。そこにこそ、今後当社が取り組まなければならない深層の課題が存在し
ていると思料するものである。 
 

① 本件の発生原因に関して 
 

・ 本件の発生は、前述の通り 15 年以上前に遡るものであり、社内調査委員
会報告書における「原因と動機」の記述は、「推定」ないしは「推測」と
いう言葉を含まざるを得ないものとなっている。 

 
・ 第三者委員会としては、こうした推定ないしは推測は止むを得ないものと

考えると同時に、推測自体は合理的であり報告書の見方に全く異存はない。 
 

・ 第三者委員会として最も強調しておきたいのは、本件はそもそも、新規事
業として着手されたことに大変な無理があった、ということである。要約
すれば、 
－事業化検討（フィージビリティスタディ）が全く不十分であった。当該 
 事業に関連する日本の建築基準法に関する理解も不足していた。 
－当社は、ウレタン原液の販売においては高いシェアを有するが、その 
 原液の顧客と競合する商品を自ら作る、という重要な決断が、上層経営 
 陣内の一部の者のみによって行われ、なおかつ社内摩擦を避けるため別 
 組織によってスタートした。 

 
・ こうした無理やりの事業開始により、「他のグループからの協力や援助が

得られず孤立して、みようみまねの準不燃材料用配合開発や設備機械につ
いての知見・ノウハウがまったくないままの開発を強いられた」（社内調
査委員会報告書）という結果となったのである。 

 
・ 当時の時代背景を鑑みるに、日本全体に経営の多角化がもてはやされ、多

くの企業が新規事業の開発に浮かれていた（実は、「選択と集中」が叫ば
れ始めたのは、それほど昔ではない）。実際、当社においても、本件以外
にも多くの新規事業が手がけられてきたのである（但し、成功したものは
けっして多いとは言えないが）。 

 
・ 従って、新規事業への取り組みの是非に関する当時の経営判断に「甘さ」

があったことが、本件が発生した重要な背景であると思料する。 
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② 本件が長年発覚しなかった理由について 
 

・ 第三者委員会としての強い関心は、「何故、本件が発生したのか」という
こと以上に、「何故、本件が長年に亘って発覚しなかったのか」という点
にあった。実際、1992年の認定不正取得以降、「止めることができた機
会」は何度もあったと見受けられる。なお、2004年にも再度、難燃剤配
合比が実際の製品とは異なる試験体で、不燃材認定を取得している。 

 
・ これらの理由の解明は難しい。社内調査委員会の報告書ならびに第三者委

員会としてのヒアリングに基づくと、次の三点が主たる理由であると考え
られる。 
－前述の通り、本件は事業誕生の経緯にそもそもの無理があり、その後「 
 狭いサイロ」の中で運営されていた。そのため、実態の把握が困難であ 
 った。 
－無理をして始めたがゆえに、歴代の担当者・責任者は、「なんとか立ち 
 上げよう」ないしは「早く認定基準に合致する商品を開発しよう」との 
 意識が強く、コンプライアンスの意識を凌駕していた。 
－本件は、当初計画に比べ、売上も利益も極めて不調であったが、不採算 
 事業からの撤退基準が会社として必ずしも明確でなかったため、経営と 
 してのメスが入らなかった。 

 
・ しかし、何にも増して、本件が長年発覚しなかった理由として、第三者委

員会としては当社のカルチャーの問題に注目したい。当社の事業は大きく
は「タイヤ事業」と「非タイヤ事業」に分かれるが、両者はあたかも「別
の会社」のように運営されてきたのではないか。「非タイヤ事業」の中を
見ても、部門の中に閉じて思考する傾向があり、また、他の部門の事柄に
は口を出さないという風潮があったのではないのか。 

 
・ 第三者委員会としては、こうした体質ないしはカルチャーが、本件を生み

出し、なおかつ長年に亘り露見を妨げていた背景にある、と思料するもの
である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 

③ 今後の再発防止策に関して 
 

・ 社内調査委員会の報告書に記述されている「再発防止策」は、必要な事項
をすべて盛り込んでおり、第三者委員会としては全面的に同意する。 

 
・ 但し、「②本件が長年発覚しなかった理由」の項で述べた通り、本件の重

要な背景として、当社のカルチャーないしは経営者・従業員の意識の問題
を看過することはできず、この点に一層の注意が払われることを期待した
い。 

 
・ すなわち、再発防止のために、制度や仕組みを整備するのみならず、今回

の事件を契機に、カルチャーや意識を変える努力がなされることが重要で
あろう。また、カルチャーや意識といった「目に見えにくい要素」の変革
を促進する手段として、思い切った組織改革（カンパニー制の見直しや、
横串組織の設置等）も有効ではないかと思料する次第である。 

 
・ さらに、そうした変革を浸透し定着させていくためには、経営陣のコンプ

ライアンス意識の徹底が、なによりも重要であることを、改めて指摘して
おきたい。 
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４． 結語 
 
  本件は、改めて客観的に観察すると、「不思議な事件」である。前述の通
り、何故そこまで無理をして本事業に取り組まなければならなかったのか、
また、何故長年に亘り放置されたままになっていたのか、第三者の理屈では
理解に苦しむ経緯が内包されている。 
 裏返せば、理屈に合わないことが進行してしまったところに、本件の本質
的な問題があるとも言えよう。 
 いまや古典となった経営書『エクセレント・カンパニー』の中に、「組織
のソフトウェア」という概念が出てくる。それは、経営のスタイル、共通の
価値観、従業員の行動の特徴といった、眼に見えにくく、形（制度や仕組
み）に表しにくい組織の力のことである。エクセレント・カンパニーとは優
れた「組織のソフトウェア」を有する企業であるとも指摘されている。 
 第三者委員会としては、本件の背景には、当社における「組織のソフトウ
ェア」の毀損ないしは劣化の問題が横たわっていると感じている。そして、
今回の事件を奇貨として、そうしたソフトウェアの点検・再構築に真摯に取
り組まれること、それにより真のエクセレント・カンパニーとなっていくこ
とを、強く期待したい。 
 
 
 

以上 


